
Ｎｏ． 施設名 “おもてなし”特典 住所・連絡先

1 アメリカ山ガーデンアカデミー
英会話レッスンチケット

5％OFF

学童保育等 & カルチャースクール

無線ラン、音響、モニター完備のスタジオ。
午前は親子向けヨガ、ベビーマッサージ、育児支援講座、午後は小学生の
学童保育、夜は語学、フラ等のカルチャースクールを実施しています。

住　所：横浜市中区元町１-１１ アメリカ山公園３F
TEL：045-651-6558
営業時間：１０：００〜２１：００
定休日：土・日・祭日
「元町・中華街駅」徒歩0分 駅直結

2 genten 横浜元町店 5％OFF

人間にも環境にもやさしい物作り

バッグや小物はもちろん、衣服やインテリアにいたるまで、天然素材にこ
だわり、長く愛着のもてる物作りを目指し、人間にもやさしいライフスタ
イルを提案するgenten。

住　所：横浜市中区元町１-１１-６
TEL：045-662-8517
営業時間：１０：３０〜１９：００
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約1分

3 ジュエリーブティック エクセル
お買物 30％OFF

（お買上げいただいた方に
粗品プレゼント）

綺麗なジュエリーをご提案する店

横濱元町で結婚指輪からオーダーメイド・リフォーム。お客様の様々なご
要望にお応えできる宝飾専門店、ジュエリープロショップです。

住　所：横浜市中区元町１-１３ 元町プラザ２F
TEL：045-664-0941
営業時間：１１：００〜１９：３０
定休日：月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約1分

4 きものサロン もりかわ
表地 10％サービス

生洗い仕立て直し 50％サービス

きものクリニック　何でも相談の店

いつでも『気さくに、丁寧に』をモットーとしております。安心してお気
軽にご来店下さいませ。きもの文化の継承を担うためにも、一流のスタッ
フが、真心を込めてお客様をご案内させて頂きます。

住　所：横浜市中区元町１-１３ 元町プラザ２F
TEL：045-226-5298
営業時間：１０：３０〜１９：００
定休日：月曜日（祝・祭日除く）
「元町・中華街駅」徒歩約1分

5 フィッシャーマンズワーフ
御飲食代 10％OFF

（サービスランチは対象外）

元町で一番の老舗手造りレストラン

フランス仕込みのシェフによる手作りソースが絶品の人気レストラン。人
気の海の幸リゾットをはじめ、パスタやハンバーグ、グラタン、サンド
イッチなどバラエティに富み、大人から子供まで楽しめます。

住　所：横浜市中区元町１-１３ 元町プラザ３F
TEL：045-662-2604
営業時間：１１：００〜２１：００
定休日：月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約1分

6 アトレーユ 全品10％OFF

元町を一望できるダイニング

元町を一望できる店内でオリジナルスパゲッティ17種、ビーフシチュー等
ご賞味下さい。ランチタイムは、11:00〜15:00。本日のスパゲッティ2
種と日替わりライスメニュー2種を御用意してお待ちしてます。

住　所：横浜市中区元町１-１３ 元町プラザ３F
TEL：045-662-2606
営業時間：１１：００〜２１：００
定休日：第1、第3月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約1分

7 トレセンテ 横浜元町店
店内商品 5％OFF

（付属品除く）

幸せを実感できるジュエリー

オリジナリティ・クオリティ・ホスピタリティを大切に上質かつ身に着け
るたび幸せを実感できるジュエリーを作り続けてきました。優しい着け心
地と充実したアフターサービスで気持ちの通った一生のお付き合いを。

住　所：横浜市中区元町１-１８ レフィナード元町１〜３F
TEL：045-651-4411
営業時間：１１：００〜１９：３０
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約1分

8 モトマチドッグ

1回のお買上げ1万円超えるお客
様

総額より 5％割引

1回のお買上げ2万円超えるお客
様

総額より 10％割引

ハイクオリティな犬の美容と子犬

２００３年３月、元町に本格的な犬専門店が誕生。それが、「モトマチ
ドッグ」です。店内では可愛い子犬たちが遊び、おしゃれなファッション
などさまざまなペットグッズをご用意しております。

住　所：横浜市中区元町１-３６
TEL：045-640-6403
営業時間：１０：３０〜１９：３０
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約1分

9 炭火焙煎珈琲 無
手作りレアチーズケーキセット

5％引き

拘りの珈琲・紅茶・チーズケーキ

神戸より厳選された豆を一杯一杯丁寧に！！元町で珈琲の味に拘り続けて
29年！！カウンターに座れば珈琲カップの選べる店！！店内壁面がギャラ
リーとして利用出来る店！期限なしのポイントカード進呈中！！

住　所：横浜市中区元町１-２１
TEL：045-661-0292
営業時間：１０：００〜２１：００
定休日：月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約1分

10 ラヴニュウ
全商品

5％OFF

オリジナル中心にセレクト

オリジナル・シャツ、ワンピース、スーツなど中心に職人の技を生かした
商品を提供しております。ぜひ、手に取ってご覧下さい。

住　所：横浜市中区元町１-２２
TEL：045-641-0612
営業時間：１１：００〜１９：００
定休日：月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約1分

11 BOUTIQUE MINATO
レジにて10％OFF

（ただしチャーミングセール
期間を除く）

タウンカジュアルウェアＳＨＯＰ

レディース・メンズのカジュアルウェアーを中心に、周辺雑貨に至るまで
色々と取り扱っております。店内には明るく元気が出るような個性豊かな
商品を数多く取り揃え、幅広い年齢層に御好評をいただいております。

住　所：横浜市中区元町２-８２
TEL：045-681-3976
営業時間：１０：３０〜１９：００
定休日：月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約2分

12 金明堂 元町本店

メガネ一式（フレーム+レンズ）
またはレンズのみお求めの方

￥10,000以上で￥3,000割引
(一部対象外商品あり)

オリジナルメガネやケースが充実

KINMEIDOは1950年に創業した横浜元町の老舗眼鏡店です。
本店は元町2丁目に所在しており、2010年に創業60周年を迎えました。

住　所：横浜市中区元町２-９３
TEL：045-662-6255
営業時間：１１：００〜１９：００
定休日：元旦のみ
「元町・中華街駅」徒歩約2分

13 ミハマ商会 元町本店
全品 5％OFF

（セール品除く
〈チャーミングセール等〉）

オリジナルレディースシューズ

1923年横浜元町で生まれたミハマの靴は“履きやすく、健康的、ノーブ
ル”を主張してきました。流行にとらわれず、常に履く人の立場に立った
靴作りを目指し一つひとつ丁寧に熟練された職人の手で創られています。

住　所：横浜市中区元町２-８３
TEL：045-641-1221
営業時間：１０：００〜１９：００
定休日：不定休
「元町・中華街駅」徒歩約2分

14 シューズ フジヤマ 元町店
定価商品 10％OFF

（シューケア用品除く）
※ 他のサービスとの併用不可

お出かけしたくなる靴、有ります

ちょっと足を入れてみたいな、と思う 靴が並んでいるお店です。履き心地
につきましてもお客様の御納得のいくまで調整させていただきます。
取扱いサイズは22cmから25cmまで。是非一度お立ち寄り下さいませ。

住　所：横浜市中区元町２-９１
TEL：045-662-0780
営業時間：１１：００〜１９：００
定休日：不定休 月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約2分

15 松下信平商店 全品 5％OFF

手造り家具製造＆インテリア雑貨

昭和3年の創業以来、松下信平商店は、オーダーメイド家具屋として、あ
なたの大好きな空間に相性ピッタリな、一生涯共にできる家具をお作り致
しております。ランプや輸入小物も豊富です。

住　所：横浜市中区元町２-８５
TEL：045-641-0303
営業時間：１０：００〜１９：００
定休日：月曜日（休日の場合は翌日）
「元町・中華街駅」徒歩約2分

16 エレガン 全商品 5％OFF

オリジナルブラウス＆コート

欧米人向けの婦人・子供服オーダーメイド店として1952年に創業。創業
理念の「高品質・着心地の良さ」を受け継ぎ人気のリバティプリントを使
用したブラウスやワンピース、オリジナルコート等を取り扱っています。

住　所：横浜市中区元町２-８６
TEL：045-662-1884
営業時間：１０：３０〜１８：４５
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約2分

17 ハッシュパピー スペシャルティ
定価商品 10％OFF

（シューケア用品除く）
※ 他のサービスとの併用不可

ハッシュパピーの専門店

犬のマークでお馴染みのアメリカ生まれの世界のカジュアルシューズ
「ハッシュパピー」の専門店。トラディショナルシリーズ、ワラビーetc、
アメリカンカジュアルのパイオニア「ハッシュパピー」をどうぞ。

住　所：横浜市中区元町２-８８
TEL：045-641-4377
営業時間：１１：００〜１９：００
定休日：不定休 月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約2分

18
ABC-MART
横浜元町店

10％OFF

レディースシューズ充実してます

全国に700店舗以上を展開するシューズ専門店。
ナイキ、アディダス、プーマ、バンズなどのナショナルブランドのスニー
カーからレディースのパンプス、サンダルなどまで幅広い年代層に対応し
た品揃えです。

住　所：横浜市中区元町３-１３１ 酒井ビル
TEL：045-227-6673
営業時間：平日１１：００〜２０：００
　　　　　休日１０：３０〜２０：００
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約3分

19 BASE-1
お買物 5%OFF

（セール品を除く）

ピースフルな☆アメカジショップ

幅広い年齢層の方を対象にしたアメリカンカジュアルウェア中心のメン
ズ・レディスショップ。Ｔシャツはスタンダードなものからマニアック、
レアなものまで豊富に取り揃えています。元町に来たら遊びに来て下さ
い！

住　所：横浜市中区元町３-１３１
TEL：045-664-7019
営業時間：１０：３０〜２０：００
定休日：月曜日 不定休
「元町・中華街駅」徒歩約3分

20 オザワ
お買物 5%OFF

（セール品、カード払いを除く）

素材の良さは着ごこちの良さ

カジュアルなブラウスやチュニックから上質素材のジャケットやスーツま
で多数取り揃えております。
オーダーメイドもひきつづき承っております。どうぞお気軽に、お立ち寄
り下さい。

住　所：横浜市中区元町３-１１６
TEL：045-641-0532
営業時間：１０：００〜１９：００
定休日：月曜日（祭日は営業、火曜日振替休業）
「元町・中華街駅」徒歩約3分

みなとみらい線サポーター100　元町・山手地区

店舗・施設詳細

http://gardenacademy.jp/
http://from-genten.kuipo.co.jp/
http://www.excellgems.co.jp/
http://www.kimonosalon-morikawa.com/
http://www.trecenti.com/
http://motomachi-dog.com/index.html
http://www.boutiqueminato.com/
http://kinmeido.co.jp/
http://www.mihama-shoes.co.jp/
http://www.kagu-matsushita.com/index.html
http://www.le-beau.com/index.html
http://www.hushpuppies.co.jp/index.html
http://www.abc-mart.com/index.html
http://www.abc-mart.com/index.html
http://www.base-1.jp/
http://motomachi-ozawa.com/


みなとみらい線サポーター100　元町・山手地区

21 カシミヤ カシミヤ
全品さらに5％OFF
（一部除外品あり）

カシミヤを中心としたニット専門店

上質な素材にこだわったニット専門ショップです。
春夏は綿や麻、シルク等の天然素材が中心で、秋冬はカシミヤを中心とし
たオリジナルニットとなっています。

住　所：横浜市中区元町３-１１７
TEL：045-681-7762
営業時間：１０：００〜１９：００
定休日：年末年始のみ
「元町・中華街駅」徒歩約3分

22 ル・ボー 全商品 5%OFF

個性的な色づかいを全ての女性に

「流行を意識しつつも個性的なもの」をテーマにオリジナルデザインや世
界各地からセレクトした物を取り扱っています。中でも「個性的な色づか
い」により独自の世界観を持つブランドおよび素材に注目しております。

住　所：横浜市中区元町３-１１７
TEL：045-641-7577
営業時間：１０：００〜１９：００
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約3分

23 motomachi CARiNO
5％OFF

(セール品は除外)

履き易く楽しさいっぱいの靴を

履きやすく楽しさいっぱいの元町でなければ求められない靴を手頃な価格
で。インポート商品は直輸入ならではのお手頃価格で、国産オリジナル商
品等は厳選した品々を取り揃え専門スタッフが親切・丁寧に応対致しま
す。

住　所：横浜市中区元町３-１１８-２Ｆ
TEL：045-641-2282
営業時間：１０：００〜１９：３０
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約3分

24 タカラダ
5％OFF

（割引対象外商品あり）

元町に窯を持つ洋食器専門店

1882(明治15)年創業のテーブルウエアショップの老舗。
質の良さに定評があり、焼き付けやデザインなど、すべて専門の職人が
行っているこだわりが自慢です。

住　所：横浜市中区元町３-１１８
TEL：045-641-0057
営業時間：１０：００〜１９：３０
定休日：不定休
「元町・中華街駅」徒歩約3分

25 近沢レース店 元町本店

通常価格品（プロパー品）を
5％OFF

(サービス品〈赤札表示品〉は除
外)

夢とゆとりをお届けします

明治34年の創業以来、お客様に”夢とゆとり”を実感していただけるよう
な商品づくりを常に心がけております。

住　所：横浜市中区元町３-１１９
TEL：045-641-3222
営業時間：１０：３０〜２０：００
定休日：不定休
「元町・中華街駅」徒歩約3分

26 ダニエル 元町本店
10％OFF

（一部セール品等除外品あり）

大きな赤い椅子の店横浜元町家具

ダニエル元町本店では横浜クラシック家具ダニエルの販売及び輸入家具・
国内メーカーなど厳選のインテリアを販売しています。

住　所：横浜市中区元町３-１２６
TEL：045-661-1171
営業時間：１０：３０〜１９：００
定休日：月曜日（祭日は営業）
「元町・中華街駅」徒歩約3分

27 マックレガー 横浜元町店

店内商品10％OFF
（セール品除く）

但し、他キャンペーンとの
併用はできません。

メンズ・レディスウェアー・雑貨

1921年以来マックレガーは常に時代のトレンドを取り入れながら多くの
皆様にご愛顧頂いております。全国で唯一の直営路面店の当店は、１Fレ
ディース、２Fメンズのフロア構成でゆったりとお買い物ができます。

住　所：横浜市中区元町３-１２２
TEL：045-633-2537
営業時間：１０：３０〜１９：００
定休日：月曜日（不定休）
「元町・中華街駅」徒歩約3分

28 SILVER OHNO
全商品10％OFF

(除外品あり)

贈りものには人気の銀製品を！

ＳＩＬＶＥＲＯＨＮＯは昭和23年に創業しました。食器やアクセサリーな
ど
1000点を超える多彩な品揃えを誇るシルバー製品専門店です。
オリジナル商品も多く、名前やイニシャルの彫刻もできます。

住　所：横浜市中区元町４-１７４
TEL：045-641-1275
営業時間：１０：３０〜１８：３０
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）
「元町・中華街駅」徒歩約4分

29 Kent Ave 横浜元町 全商品5％OFF

男のスタンダードを提案する。

アメリカントラッドをベースに常に新しいエッセンスを加え、伝統的な
ファッションを守り続けています。
お洒落な大人のためのファッションを提案し続けます。

住　所：横浜市中区元町４-１７５
TEL：045-651-4152
営業時間：１０：００〜１９：３０
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約4分

30 ヒコウセンカーラ
全品10％OFF

（セール品除く）

オリジナルねこぐっずのお店

“毎日の暮らしを笑顔で楽しむ”をコンセプトにかわいいネコをモチーフ
とした様々なアイテムを揃えてます。毎月新作が入ってくるので新しい
グッズから目が離せませんよ！お気に入りを見つけにお店までお越し下さ
い。

住　所：横浜市中区元町４-１６７-２
TEL：045-641-3273
営業時間：平　日１１：００〜１９：００
　　　　　土日祝１０：３０〜１９：００
定休日：年始のみ
「元町・中華街駅」徒歩約4分

31 ロデオドライブ

ノンブランドジュエリー
5％OFF

（他のサービスとの
併用はできません）

世界の有名ブランドが集う空間。

ロレックス、カルティエ、フランクミュラーなど世界の有名ブランド腕時
計からルイヴィトン、シャネル、エルメスといったバックやダイアモンド
ジュエリーを中心に取り扱っています。

住　所：横浜市中区元町４-１６９
TEL：045-662-6126
営業時間：平　日１１：００〜１９：３０
　　　　　土日祝１０：３０〜１９：３０
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約4分

32

キタムラ
元町本店

元町三丁目店
元町メンズショップ

￥10,000以上お買上げの
お客様に

「キタムラオリジナルハンカチ」
プレゼント

明治15年創業の横浜元町生まれのブランド

1882年創業の横浜元町を代表するブランド。デザイン・カラー・素材・
機能性・価格のすべてにこだわった、オリジナルバッグ専門店です。

住　所：横浜市中区元町４-１７８
TEL：045-664-1189
営業時間：平　日１１：００〜１９：００
　　　　　土日祝１０：００〜１９：００
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約4分

33 ポンパドウル 元町本店
パンのみ 5％OFF

(喫茶・ドリンク・洋菓子は除く)

いつも焼き立ての美味しいパンを

1969（昭和44）年横浜・元町にポンパドウル第1号店がオープン。より
多くの皆様に、最高のパンを、最高の場所、最高のサービスでご提供する
ために。これからも“本物の美味しさ”にこだわり続けていきます。

住　所：横浜市中区元町４-１７１
TEL：045-681-3956
営業時間：９：００〜２０：００
定休日：不定休
「元町・中華街駅」徒歩約4分

34 竹　中
現金でお支払いのお客様

5％OFF
（一部対象外商品あり）

オリジナル家具と輸入インテリア

竹中は大正13年、横浜元町で生まれました。オリジナル洋家具と魅力ある
照明器具、海外から直輸入の目新しいインテリア商品を含め豊かな品揃え
でお客様をお待ちしております。

住　所：横浜市中区元町４-１８０
TEL：045-641-0858
営業時間：１０：３０〜１８：３０
定休日：月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約4分

35 レディーススミノ本店
5％OFF

（セール品除く）

洗練されたフェミニントラッド

コンテンポラリーな女性に向けたフェミニンでトラッドなアイテムを提案
するオリジナル＆セレクトショップ。気品、洗練、かわいらしさをコンセ
プトにヨーロピアンテイストのファッションや小物をお届けしています。

住　所：横浜市中区元町５-２０５
TEL：045-641-3237
営業時間：１０：３０〜１９：００
定休日：不定休
「元町・中華街駅」徒歩約5分

36 元町ルキエス 商品購入時 5％OFF

元町生まれのオリジナル紳士服

元町生まれの紳士服のお店です。カジュアルシャツから、セーター、ブル
ゾン、ベスト、ジャケットとリーズナブルな価格でおしゃれなアイテムを
提供したいと心がけています。是非お気軽にお立ち寄り下さい。

住　所：横浜市中区元町５-２０３
TEL：045-662-1463
営業時間：平　日１１：００〜１８：００
　　　　　土日祝１１：００〜１９：００
定休日：不定休
「元町・中華街駅」徒歩約5分

37 トータルサロン IBC

〈新規の方〉
●フェイシャルお試し 50％OFF

￥5,250
●まつげパーマ 20％OFF ￥2,800

●まつげエクステ 50％OFF ￥50/1本
（６０本以上）

●ネイル（ジェル・スカルプ） 50％
OFF ￥3,937〜

究極の“美”を追求する！

まつ毛パーマ・まつげエクステンション・脱毛・フェイシャルトリートメ
ント・ボディートリートメント・ネイル等をご提供させて頂いておりま
す。確かな技術と、信頼性で皆様のお越しをお待ちしております。

住　所：横浜市中区元町５-２０３ 元町スカイビル５Ｆ
TEL：045-681-1611
営業時間：１０：００〜１９：００
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約5分

38 シマミネ 元町本店

プライスより10％引き
（一部商品を除く）

1万円以上お買上げの方に、
スモールプレゼントを

差し上げます

オリジナルジュエリー＆ウォッチ

シマミネ元町本店は高品質のジュエリーおよびオリジナルジュエリーを中
心に宝飾品を販売しております。私達はお客様に買って良かったと喜んで
頂けるよう、常にハイクオリティ&ロープライスでご提供します。

住　所：横浜市中区元町５-１８４
TEL：045-663-3668
営業時間：平　日１０：３０〜１９：３０
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約5分

39 ブロンティベイパリス 横浜元町店
￥2,000以上の商品

5%OFF
（セール品除く）

フランス発信のバッグブランド

洗練された色使いと愛らしいデザインが評判を呼び、パリのプランタンを
始め国内外の有名デパート、セレクトショップで取り扱われるようになり
ました。

住　所：横浜市中区元町５-１８５-３
TEL：045-662-8898
営業時間：１１：００〜２０：００
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約5分

40 ジャグカフェ＠JagSkaddBase

お食事をされた方
お会計10％OFF

（ランチタイム不可
１１時３０分〜１７時）

秘密基地ダイニングカフェ！

元町の川沿いに、ひっそりたたずむカフェ。中を覗くと、ポップな店内で
かなりお茶目ですが、お料理は洋食歴20年以上の天才シェフが大まじめに
作ってます。だから、ビックリしないで入って来てくださいね。逆に美味
しすぎて、ビックリしちゃいますよ。

住　所：横浜市中区元町１-２１-２ 田中ビル１F
TEL：045-663-3736
営業時間： 火〜金　　 １１：３０〜１６：００/１８：００〜２４：００
          　  土・日・祝 １１：３０〜２４：００
定休日：月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約1分

http://www.cashmere-factory.jp/
http://www.le-beau.com/
http://www.motomachi-carino.com/
http://www.takarada.co.jp/
http://www.chikazawa-lace.co.jp/
http://www.yokohamakagu.com/
http://www.sojitz-infinity.com/
http://www.silverohno.co.jp/
http://www.shopandshops.jp/mens/
http://www.hikosen-cara.co.jp/index.php
http://www.rodeodrive.co.jp/
http://www.motomachi-kitamura.com/
http://www.motomachi-kitamura.com/
http://www.motomachi-kitamura.com/
http://www.motomachi-kitamura.com/
http://www.pompadour.co.jp/
http://takenaka-kagu.com/motomachi/Home.html
http://www.sumino.biz/index.html
http://www.ibc-salon.com/
http://www.shimamine.com/
http://www.brontibay.jp/
http://www.jagskadd.com/


みなとみらい線サポーター100　元町・山手地区

41 マウロアサーフ
￥3000以上お買い上げの方に

粗品プレゼント

ハワイの雑貨とウェアーのお店

ハワイ島ヒロをイメージした店内にはハワイ直輸入のウェアーや雑貨等人
気ブランドを取り揃えておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りくださ
い。

住　所：横浜市中区元町１-５０ 元町パセオ２階
TEL：045-663-6612
営業時間：１１：００〜１９：００
定休日：月曜日（月曜日が祭日の場合は火曜日）
「元町・中華街駅」徒歩約1分

42
ＬＥ ＤＩＣＯ
（ル ディコ）

期間中5,250円以上
（SALE品を除く）

のお買物で
オリジナルミラー

プレゼント

横浜元町『ここだけのユニークな』セレクトショップ

欲しいものがみつからない！とお嘆きの服好きの為の、枠にはまらないセ
レクトです。OSKLEN,HACHE,ANTIPASTなどに加え小さいアトリエも
多数、服から雑貨までトータルに。DICOログ：http://ameblo.jp/le-
dico

住　所：横浜市中区元町１-５０ モトマチパセオ２０６
TEL：045-662-4480
営業時間：日・火・水 １１：００〜１９：００
　　　　　木・金・土 １１：００〜２０：００
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）
「元町・中華街駅」徒歩約1分

43 NITAKA元町本店
店内全品10％OFF
（一部商品は除く）

オリジナル寝具と、こだわりのアロマオイル・雑貨のお
店です。

一日の締めくくりに、お気に入りの寝具とNITAKAオリジナルアロマオイ
ルで疲れた身体と心を癒してあげてください。オリジナルバスソルトも好
評です。

住　所：横浜市中区元町１-５０ 元町パセオ1F
TEL：045-323-9177
営業時間：10：3０〜１９：００
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）
「元町・中華街駅」徒歩約1分

44
HKCR

（ハローキティ カフェレストラン）
10％割引

（物販は対象外）

新しいハローキティの世界。隠れ家的カフェレストラ
ン。

店内には高級感溢れる家具が並び、大人の女性から男性まで誰もがくつろ
げるシックな空間が広がります。看板メニューの焼きたてアップルパイを
はじめ、厳選素材の充実した美味しいメニューと心のこもったサービスを
ご提供します。

住　所：横浜市中区元町１-５０ 元町パセオ２F
TEL：045-228-8118
営業時間：９：００〜２０：００
　　　　　（L.O.フード １９：００ / ドリンク １９：３０）
定休日：元日
「元町・中華街駅」徒歩約1分

45 横浜 元町 モカベアーコーヒー

ご注文またはご購入頂いた
お客様に

オリジナル麻製品
プレゼント

イエメンモカコーヒーとフランス山カヌレの店

歴史あるモカコーヒーをイエメンから直輸入し、自家焙煎とハンドドリッ
プで提供しています。元町は外人墓地の横、静かな環境で珈琲とフランス
菓子をお楽しみください。

住　所：横浜市中区元町１-５４-１ リブレ元町ⅡI
TEL：045-319-4655
営業時間：１１：００〜１８：００
定休日：月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約1分

46 横濱人

生ビール または
ソフトドリンク
1杯サービス

（ランチタイムは除く）

形にとらわれない、創作和食と地酒のお店

日本でも貴重な初期からの十四代全種取り扱い店でもあり、焼酎や果実酒
なども数百種類にも及びます。国産ワインなどもあり、横浜元町で新しい
お酒を発信しています。店内はジャズが流れていて落ち着いた雰囲気で
す。

住　所：横浜市中区元町１-３１ ラ・スピーガ元町１Ｆ
TEL：045-681-5225
営業時間：昼 １１：３０〜１５：００
　　　　   夜 １７：００〜２４：００
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約1分

47 gradog
ウエアのみ
10％OFF

デザインするドッググッズgradog

子供服を作るように、一着づつ丁寧に縫い上げたオリジナルウェア。ター
コイズやスワロフスキーを付けた首輪やリード、そして手縫いの首輪や
リードなど、オーダーメイドでお作りします。

住　所：横浜市中区元町１-２９-２Ｆ
TEL：045-641-2303
営業時間：１１：００〜１９：００
定休日：月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約1分

48 トータルビューティサロン yum ゆうむ

パワーストーンで
チャクラトリートメント(70分)
￥12,000→￥8,000(税別)
その他全メニュー20％OFF

(1万円以下、オプションメニューは除く)
(※初回のみ)

元町・中華街駅より徒歩2分「隠れ家的サロン」

横浜・元町で20年、オールハンドテクニックによるアロマトリートメント
で身体も心もリラックスしていただけます。
静かで落ち着いた店内で、疲れた身体を癒してみませんか。

住　所：横浜市中区元町２-９９ Jプラザ元町５F
TEL：045-663-0516
営業時間：１０：００〜２０：００（受付終了１８：３０）
定休日：毎週月曜日、第一、三火曜日
「元町・中華街駅」徒歩約2分

49 日本茶専門店 茶倉ＳＡＫＵＲＡ
カフェご利用のお客様に

日本茶のサンプル
プレゼント

ゆっくりとなごめる日本茶のカフェ

最近、お茶してますか？各地の契約農園より直送された無農薬、低農薬の
お茶を中心に品揃えし、常時20種類以上のお茶が楽しめます。

住　所：横浜市中区元町２-１０７
TEL：045-212-1042
営業時間：１１：００〜１９：００（L.O.１８：３０）
定休日：月曜日（祝日の場合翌日）
「元町・中華街駅」徒歩約2分

50 アルタホーム

祝！元町・山手・中華街がより近

く！

お引っ越し、開業のお手伝い、
ご契約時の仲介手数料は、

すべて10％！！割引サービス
させていただきます。

お部屋・店舗・マイホーム

得意エリアは地元元町、山手、山下町 etc・・・。女性スタッフが心をこ
めてお手伝いさせていただきます。元町代官坂店舗にてお待ちしておりま
す。

住　所：横浜市中区元町１-７６-１
TEL：045-664-3911
営業時間：１０：００〜１８：００
定休日：水曜日
「元町・中華街駅」徒歩約1分

51
代官坂元町アントギャラリー

横濱増田窯本店

商品代金
￥５，０００（税抜価格）以上

お買上げのお客様に
オリジナル粗品をプレゼント

開港期からの歴史ある横浜焼の伝統と精神を受け継ぐ
横濱増田窯の本店

開港同時期に、日本の維新と共に誕生した横浜焼。その焼き物は世界を虜
にし魅了しました。和食器でも洋食器でもない ＜ヨコハマの焼き物＞ と
して時代と共に進化する器を製作する窯元です。

住　所：横浜市中区元町２-１０８
TEL：045-663-2228
営業時間：１０：００〜１９：００
定休日：月曜日（祝日の場合翌日）
「元町・中華街駅」徒歩約2分

52 Paty Café

テイクアウトの
天然酵母パン、ベーグル、

焼き菓子を
20％OFF

国産小麦100％にこだわったパンメニュー、
ケーキがおすすめ！ 洋館カフェでごゆっくりどうぞ

元町、山手を繋ぐ代官坂の洋館カフェ。国産小麦100%にこだわった自家
製パンとケーキ、喧噪から離れた隠れ家カフェでゆったりとした時間を美
味しいコーヒーやお食事と共にお過ごし下さい。

住　所：横浜市中区元町２-８０-２２
TEL：045-664-2740
営業時間：１０：００〜１９：００（L.O.１８：００）
定休日：月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約2分

53
ハワイアンジュエリー

K-SMILE
(ケー・スマイル)

シルバーアクセサリー・雑貨
10％OFF

（Sale品、Goldアクセサリー、
オーダーアクセサリー等、

対象外あり）

元祖ハワイアンスネークリングでも有名なジュエリー専
門店

キャスティング物から重厚感ある手彫り商品に至るまで、品揃え豊富さと
リーズナブルな価格が定評です。雑貨は勿論シェルやサンゴを使ったハン
ドメイドアクセサリーも取扱うお店。

住　所：横浜市中区元町２-９３ アレナ元町１Ｆ
TEL：045-651-3016
営業時間：１１：００〜１９：００
定休日：月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約2分

54 横濱元町 霧笛楼

８，０００円以上のコースを
ご利用の８名様までの

お客様に
食前酒サービス

古き良き時代を感じる横濱のフレンチレストラン

フランス料理の伝統を大切に温め、新しい文明を柔軟に受け入れてきた横
浜の良さを知り、その土地の風土・人・街の影響を存分に感じ取り創り上
げる「横濱フレンチ」。

住　所：横浜市中区元町２-９６
TEL：045-681-2926
営業時間：ランチ   平　 日 １１：３０〜１４：００（L.O.）
　　　　　　　 土・日・祝  １１：３０〜１４：３０（L.O.）
　　　　　ディナー 火〜日  １７：００〜２０：００（L.O.）
定休日：月曜不定休
「元町・中華街駅」徒歩約2分

55
元町プアメリア鍼灸マッサージ治療院

(ハワイアンロミロミ・美容鍼灸)

ハワイアンロミロミ
or 美容鍼灸メニュー

20％OFF
（初回のみ）

美容鍼灸マッサージ＆ハワイアンロミロミの専門サロン
です

女性が、いつまでも美しく健康でいられる為に、確かな知識と技術で、お
一人おひとりにあった美と健康の提案をお約束いたします。
妊婦さんも安心して施術が受けられます。

住　所：横浜市中区元町３-１４１ ２Ｆ
TEL：045-663-5138
営業時間：１０：００〜１９：００（最終受付）
定休日：不定休・完全ご予約制
「元町・中華街駅」徒歩約3分

56 たまや

昼は
（11:30-14:30ランチタイム）

　鶏唐揚げ2コサービス
夜は

（16:30-22:30）
　鶏スープサービス

元町仲通り唯一の焼き鳥や！

昼は親子丼、唐揚げ定食などリーズナブルなお値段で楽しめます。
夜は新鮮な鶏肉を使った焼き鳥、名物種鶏の炭焼き、自家製牛煮込み、鎌
倉野菜などいろいろ！おひとり様でもOK。2階にはお座敷も。

住　所：横浜市中区元町３-１４１
TEL：045-274-0766
営業時間：１１：３０〜１４：３０ / １６：３０〜２２：３０
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約3分

57 旬菜料理 時遊陣
ワンドリンクサービス

（ランチタイムは除く）

小田原港より入荷した新鮮な食材をお召し上がり頂ける
和食のお店です

お客様の「美味しかった」が聞きたくて、珍しい魚、旬にこだわった一品
の数々。ジャズが流れる落ち着いた店内は女性のお客様にも親しまれてお
ります。

住　所：横浜市中区元町３-１４１
TEL：045-641-2224
営業時間：ランチ   １２：００〜１５：００
　　　　　ディナー １７：３０〜２２：００
定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）
「元町・中華街駅」徒歩約3分

58 パッチワーク＆キルト サマンサ
USA・国産コットン

30％OFF
（特売品を除く）

パッチワーク & キルト専門店

ＵＳＡ・国産Cotton、ハワイアンプリント、むら染めなど多数とり揃えて
おります。手作り品販売や注文製作などもうけたまわります。
カットクロス ５０円よりあります。

住　所：横浜市中区元町４-１８９ 汐汲坂ビル1F
TEL：045-201-1993
営業時間：１０：３０〜１５：００
定休日：日・月・祭日
「元町・中華街駅」徒歩約4分

59 大槻工房
オリジナル制作

彫金・ガラス作品
10%OFF

感じて下さい。金属と硝子の無言の響き

作り手の顔が見えるクラフトショップです。本格的な彫金技術によるアク
セサリー・花器、吹きガラスによるグラスや心を和ませるあかり、クラフ
ト作品など。結婚指輪、記念品、引き出物も制作いたします。

住　所：横浜市中区元町４-１６０
TEL：045-633-3553
営業時間：１０：３０〜１８：３０
定休日：月曜日（休日の場合は営業）
「元町・中華街駅」徒歩約4分

60
USAバックル＆レザーベルト
JUN-COMPANY 横浜元町店

全品10％OFF

アメリカンバックルとレザーベルトの専門店

アメリカンバックルはアメリカメーカーから直接仕入れた直輸入品にこだ
わり、約1,000アイテムの品揃え。レザーベルトは国内の革職人の手で一
本一本手造りされたこだわりの逸品です。

住　所：横浜市中区元町４-１６１-７
TEL：045-263-6030
営業時間：１２：００〜１９：００
定休日：火曜日
「元町・中華街駅」徒歩約4分

http://www.mauloa-surf.com/
http://www.le-dico.net/
http://www.le-dico.net/
http://www.nitaka.jp/
http://hkcr.jp/
http://hkcr.jp/
http://www.mochabearcoffee.com/
http://gradog.rocket3.net/
http://www.estpro.com/
http://www.sakura-yokohama.com/
http://motomachialta.co.jp/
http://www.masuda-art.com/
http://www.masuda-art.com/
http://honeybunny.babymilk.jp/patycafe/top.html
http://ksmile.net/
http://ksmile.net/
http://ksmile.net/
http://www.mutekiro.com/
http://puamelia.jimdo.com/
http://puamelia.jimdo.com/
http://www.m-jiyujin.com/
http://www.otsukikobo.com/
http://jun-company.jp/
http://jun-company.jp/
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61
Shop & Gallery Ruhm*

(ショップ アンド ギャラリー ルーム)

ご購入頂いたお客様に
ノベルティーを進呈
（お一人様1点）

作家ものJewellery & Accessoryを販売

個性的で温かみのあるハンドメイドJewelleryを多数販売。
季節毎にアクセサリー展も開催しております。

住　所：横浜市中区元町４-１６１
TEL：045-663-0578
営業時間：１１：００〜１９：００
定休日：月曜日・第2火曜日
「元町・中華街駅」徒歩約4分

62 LUMDERICA 全メニューから 20％OFF

☆ リアル可愛い☆ヘアデザインを一緒に！

変化を楽しむというコンセプトのもと、いつでもどんな気分でもここに足
を運べば素敵になれる、リラックスできる、そして心が素敵に変化して帰
れる。
そんなサロンでありたいと思っています。

住　所：横浜市中区元町５-２０９ 北村ビル２Ｆ
TEL：045-651-6435
営業時間：９：３０〜２０：３０
定休日：火曜日・第3水曜日
「元町・中華街駅」徒歩約5分

63 セレスエステート 元町支店
仲介手数料
10％OFF

元町に住みたい方、お店をオープンしたい方、ご相談下
さい

明るい街に笑顔が溢れ出す。あんな街に住みたい、こんな街に住み続けた
い、そんな願いを女性スタッフが中心にご案内します。楽しく、安心でき
る街、住まいをご紹介します。

住　所：横浜市中区元町５-２０９ 北村第２ビル１F
TEL：045-664-2050
営業時間：１０：００〜１８：００
定休日：水曜日
「元町・中華街駅」徒歩約5分

64
コーナーズフィールド

陶友花
全品5％OFF

産地窯元直送の和陶器を格安にて（2F）
ミセスのお洋服、ゆったりサイズ（1F）もご用意

和みのある和陶器、漆器、洋品等ミセスの毎日を楽しくする商品を取り揃
えています。良いものを安く提供させていただく為に万古焼、瀬戸焼、美
濃焼など、産地より直接買い付け、種類も豊富です。本当にいいものをお
手軽価格で。

住　所：横浜市中区元町５-１９９-２
TEL：045-226-5355
営業時間：１１：００〜１８：００
定休日：月曜日
「元町・中華街駅」徒歩約5分

65 岩崎ミュージアム
入館料の割引

大人300円→200円
小人（小中学生）100円→70円

ファッションとアートのミュージアム＆ギャラリー！

日本初の西洋劇場「ゲーテ座」跡地に建つ服飾資料館。ロココやバッスル
といった時代衣装のドレスを着ての記念撮影コーナー（有料）が人気。
旧ゲーテ座の資料やアール・ヌーヴォー期の美術工芸品を合わせて展示。

住　所：横浜市中区山手町２５４
TEL：045-623-2111
営業時間：９：４０〜１８：００（入館締切１７：３０）
定休日：月曜日（祝祭日の場合翌日）、年末年始
「元町・中華街駅」徒歩約3分

66 県立神奈川近代文学館
団体割引料金

で展示を観覧いただけます！

港の見える文学館

1984年開館。横浜港を見下ろす「港の見える丘公園」内に建ち、年間を
通じて文学展を開催する博物館、国内屈指の日本近代文学資料を有する図
書館、講演会や朗読会を開催するホール、会議室を併せ持つ総合文学館で
す。

住　所：横浜市中区山手町１１０
TEL：045-622-6666
営業時間：展示室（有料）９：３０〜１７：００（入場締切１６：３０）
　　　　　閲覧室（無料）９：３０〜１８：３０（土日祝１７：００）
　　　　　貸会議室・和室・ホール（有料）９：３０〜２１：００
定休日：月曜日（祝祭日開館）、年末年始、他
「元町・中華街駅」徒歩約10分

67 山手十番館
ディナーのご注文で
グラスワインを1杯

プレゼント

明治百年を記念して建てられた、木造二階建ての喫茶
室、
レストラン

1階・喫茶室では自家製ケーキや軽食がお召し上がり頂けます。
2階・伝統的なフランス料理をランチやディナーでお召し上がりくださ
い。
夏には、自然豊かなお庭を使ったビヤガーデンも開催いたします。

住　所：横浜市中区山手町２４７
TEL：045-621-4466
営業時間：１１：００〜２１：００
定休日：月曜日と年末年始（ガーデン開催中は無休）
「元町・中華街駅」徒歩約8分

68
ブリキのおもちゃ博物館

（トイズクラブ）
入館料

50円引き

開運！なんでも鑑定団に出演中の北原照久の博物館！

館長の北原照久が収集した1890年代から1960年代にかけて主に日本で
製造されたブリキやセルロイドのおもちゃ約3,000点を展示しています。

住　所：横浜市中区山手町２３９
TEL：045-621-8710
営業時間：９：３０〜１８：００
　　　  （土・日・祭日は１９：００まで）
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約5分

69 えの木てい
ご飲食（1,000円以上）された

お客様に
焼き菓子ひとつプレゼント

山手の洋館で味わう、至福のティータイム

「チェリーサンド」で有名な喫茶＆洋菓子店。
店舗は1927年に建てられたイギリス様式の洋館で、テラス席もあり。
2階は自家製焼き菓子とギフトのコーナー。

住　所：横浜市中区山手町８９-６
TEL：045-623-2288
営業時間：１１：００〜１９：００
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）
「元町・中華街駅」徒歩約7分

70 喫茶 エレーナ
ご飲食代

10％OFF

見晴らしの良い丘の上で、おいしい紅茶と
ホームメイドケーキを！

横浜の景色が一望できる見晴らしの良い喫茶店。おススメは、季節ごとに
入荷するおいしい紅茶シーズンティーと店内で作られるオリジナルのケー
キやスイーツ。ランチタイムは、キッシュプレートが人気です。

住　所：横浜市中区山手町２４
TEL：045-662-2723
営業時間：８：３０〜２１：００（L.O.２０：３０）
定休日：水曜日
「元町・中華街駅」徒歩約15分

http://r-uhm.com/
http://r-uhm.com/
http://www.lumderica.com/
http://www.ceres-jp.com/
http://cfield-motomachi.com/
http://cfield-motomachi.com/
http://www.iwasaki.ac.jp/museum/index.html
http://www.kanabun.or.jp/
http://www.yokohama-jyubankan.co.jp/yamate/
http://www.toysclub.co.jp/
http://www.toysclub.co.jp/
http://www.enokitei.jp/
http://www.yamate-elena.com/

